
No 中国語 ピンイン 日本語

1 小气 xiǎoqi せこい。けちな。みみっちい。
2 小器 xiǎoqi せこい。けちな。みみっちい。
3 小气⻤ xiǎoqiguǐ けちんぼ。せこい人。
4 吝啬 lìnsè けちけちしている。
5 吝啬⻤ lìnsèguǐ けちんぼ。
6 悭吝 qiānlìn けちだ。
7 悭吝⻤ qiānlìnguǐ けちんぼ。
8 吝惜 lìnxī けちけちする。物惜しみする。
9 抠 kōu けちだ。指などでほじる。彫る。あれこれ考える。
10 抠儿 kōur けちだ。
11 抠搜 kōusou けちだ。ほじくりだす。もたもたする。
12 抠门儿 kōuménr けちくさい。けちだ。
13 胆小 dǎnxiǎo 肝っ玉が小さい。臆病だ。
14 胆小者 dǎnxiǎozhě 小心者。
15 胆小⻤ dǎnxiǎoguǐ 臆病者。
16 胆小怕事 dǎnxiǎo pà shì 臆病でことなかれ主義だ。
17 胆小如鼠 dǎnxiǎo rú shǔ ネズミのように臆病だ。
18 胆子 dǎnzi 度胸。肝っ玉。
19 胆子小 dǎnzi xiǎo 気が小さい。
20 胆量 dǎnliàng 度胸。肝っ玉。
21 胆量小 dǎnliàng xiǎo 肝っ玉が小さい。臆病だ。
22 气量 qìliàng 器量。度量。
23 气量小 qìliàng xiǎo 度量が小さい。
24 度量 dùliàng 度量。
25 度量小 dùliàng xiǎo 度量が小さい。
26 心眼 xīnyǎn 度量。胸の内。心根。機知。お節介。
27 心眼儿 xīnyǎnr 度量。胸の内。心根。機知。お節介。
28 心眼窄 xīnyǎn zhǎi 度量が狭い。
29 心眼儿小 xīnyǎnr xiǎo 度量が小さい。
30 小心眼 xiǎo xīnyǎn 小さい度量。小心者。
31 小心眼儿 xiǎo xīnyǎnr 小さい度量。小心者。
32 胸怀 xiōnghuái 度量。胸に抱く。胸。
33 胸怀狭窄 xiōnghuái xiázhǎi 度量が狭い。
34 小肠窄肚 xiǎocháng zhǎidù 気が小さい。
35 懦弱 nuòruò 意気地なし。気が弱い。
36 怯懦 qiènuò 臆病だ。
37 胆怯 dǎnqiè 臆病だ。おじけづく。
38 不争气 bù zhēngqì 意気地がない。
39 窝囊 wōnang 意気地がない。臆病だ。気がふさいでいる。
40 畏怯 wèiqiè 怖くてびくびくしている。
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41 他很小气 tā hěn xiǎoqi 彼はけちだ。彼はせこい。
42 他很吝啬 tā hěn lìnsè 彼はけちだ。
43 他真小气 tā zhēn xiǎoi 彼はほんとにけちだ。彼はほんとにせこい。
44 他真抠搜 tā zhēn kōusou 彼はほんとにけちだ。
45 他这个人真抠 tā zhège rén zhēn kōu あの人は実にけちだ。
46 那个家伙是个吝啬⻤ nàge jiāhuo shì ge lìnsèguǐ あいつはけちだ。
47 非常吝啬 fēicháng lìnsè どけち。
48 花钱吝啬 huā qián lìnsè 金の使い方がけちくさい。
49 吝惜钱 lìnxī qián 金を惜しむ。
50 吝惜金钱 lìnxī jīnqián 金を惜しむ。
51 小气话 xiǎoqi huà みみっちい話。
52 他胆子小 tā dǎnzi xiǎo 彼は気が弱い。
53 你真是个胆小⻤ nǐ zhēnshi ge dǎnxiǎoguǐ あなたはほんとに臆病者だ。
54 他有点胆小怕事 tā yǒudiǎn dǎnxiǎo pà shì 彼はすこし臆病なところがある。
55 懦弱的人 nuòruò de rén 気の弱い人。
56 怯懦的性格 qiènuò de xìnggé 怖がりな性格。
57 他胆怯起来 tā dǎnqiè qǐlai 彼は怖気づく。
58 不争气的人 bù zhēngqì de rén 意気地のない人。
59 他真窝囊 tā zhēn wōnang 彼はほんとにふがいない。
60 他畏怯地走向路边 tā wèiqiè de zǒuxiàng lù biān 彼は恐る恐る道端に向かって歩く。
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